
平成２７年度第３回安城市図書館協議会（資料－１） 

議題１ 第３次安城市子ども読書活動推進計画について 

 

第３次安城市子ども読書活動推進計画（案）パブリックコメント実施結果 

１１１１    パブリックコメント実施概要パブリックコメント実施概要パブリックコメント実施概要パブリックコメント実施概要    

（１）意見募集期間（１）意見募集期間（１）意見募集期間（１）意見募集期間    

   平成２８年１月１１日（月）から２月１０日（水）まで 

 

（２）計画（案）の閲覧場所（２）計画（案）の閲覧場所（２）計画（案）の閲覧場所（２）計画（案）の閲覧場所    

中央図書館、市政情報コーナー（安城市役所）、文化センター、各地区公

民館、青少年の家、市民交流センター、秋葉いこいの広場環境学習センター、

市ウェブサイト 

 

２２２２    パブリックコメントの結果パブリックコメントの結果パブリックコメントの結果パブリックコメントの結果    

  パブリックコメントを実施しましたが、ご意見はありませんでした。 
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第３次 

安城市子ども読書活動推進計画案【概要版】 

～読書を通じて子どもの豊かな心を育み、健やかな成長を目指します。～ 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

・ 計画の趣旨 国の第三次基本計画及び「愛知県子ども読書活動推進計画（第三次）」に基づき、本市に

おける子どもの読書活動のこれまでの成果や課題等を検証し、実情を踏まえて策定。 

・ 計画の性格 「子どもの読書活動の推進に関する法律」第９条第２項の規定に基づき策定。 

・ 計画の期間 平成28年度から平成32年度までの５年間。 

２ 第２次推進計画期間における成果と課題 

 第２次推進計画（平成23年度～平成27年度）における目標指標123項目の進捗状況 

区 分 ○○○○    △△△△    ××××    合 計 

①図書館での取組 37 指標(68％) ９指標(17％) ８指標(15％) 54 指標 

②学校等での取組 29 指標(79％) ６指標(16％) ２指標(５％) 37 指標 

③各種機関での取組 20 指標(63％) ２指標(6％) 10 指標(31％) 32 指標 

④家庭・地域での取組 － － － ０指標 

合 計 86 指標(70％) 17 指標(14％) 20 指標(16％) 123 指標 

  ※進捗率「○」：目標達成、「△」：目標は未達成だが計画当初よりは改善、「×」：計画当初より悪化 

(1) 図書館での取組における主な成果と課題 

成 果 ○ ブックスタート事業（目標指標No.３） 

平成21年度:検討中→平成26年度:［目標］実施／［実績］実施 

○ ティーンズコーナーの蔵書数（目標指標 No.49） 

     平成 21 年度:800 冊→平成 26 年度:［目標］1,000 冊／［実績］2,065 冊 

○ ＹＡ図書の年間貸出冊数（目標指標 No.50） 

     平成 21 年度:4,816 冊→平成 26 年度:［目標］6,000 冊／［実績］10,416 冊 

○ 団体貸出用の総蔵書数（目標指標No.42） 

     平成21年度:10,383冊→平成26年度:［目標］12,300冊／［実績］17,883冊 

課 題 ● 団体貸出の利用団体数（目標指標No.21） 

     平成 21 年度:20/21 小学校・24/27 児童クラブ→ 

平成 26 年度:［目標］全小学校・全児童クラブ／［実績］20/21 小学校・23/33 児童クラブ 

● 団体貸出の利用団体数（目標指標No.24） 

     平成 21 年度:5/8 中学校→平成 26 年度:［目標］全中学校／［実績］6/8 中学校 

(2) 学校・保育園・幼稚園での取組における主な成果と課題 

成 果 ○ 学校司書の配置（目標指標No.78） 

     平成21年度:未実施→平成26年度:［目標］検討／［実績］  

課 題 ● 学校図書館の「図書標準」達成校（目標指標No.79） 

平成 21 年度:小学校 19/21・中学校 4/8→平成 26 年度:［目標］全小中学校／ 

［実績］小学校 21/21・中学校 7/8 

(3) 各種機関との連携による取組における主な成果と課題 

成 果 ○ 地区公民館での読み聞かせボランティア養成講座（目標指標No.101） 

     平成21年度:年１公民館ずつ開講→平成26年度:［目標］継続／［実績］全９公民館に配置 

課 題 ● 公民館図書室等の児童書蔵書総数（目標指標No.118） 

     平成 21 年度:47,994 冊→平成 26 年度:［目標］52,000 冊／［実績］42,986 冊 

● 公民館図書室等での児童書の年間貸出冊数（目標指標 No.100） 

     平成 21 年度:359,306 冊→平成 26 年度:［目標］380,000 冊／［実績］345,728 冊 
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３ 第３次推進計画の基本的方針 

（１）基本理念 

   基本理念：読書を通じて子どもの豊かな心を育み、健やかな成長を目指します。 

（２）３つの基本目標と８つの方策、２０項目の重点施策 

 

基本目標１：家庭・地域、図書館、学校等における読書活動の推進 

   方策１：家庭・地域における読書活動の推進 

① 安城版ブックスタート事業の継続 

② 地区公民館・児童センターでのおはなし会等の継続 

方策２：図書館における読書活動の推進 

③ 乳幼児を対象とした事業の継続 

④ 小学生以上を対象とした事業の拡充 

⑤ レファレンスサービスの充実 

方策３：学校等（保育園・幼稚園を含む）における読書活動の推進 

⑥ 「朝の読書」など読書活動の継続 

⑦ 保育時間等での「読み聞かせ」の継続 

⑧ 新美南吉の顕彰活動の継続 

 

 

基本目標２：読書環境の整備、関係機関等との連携・協力体制の整備 

方策４：図書館・公民館図書室等の環境整備 

⑨ 図書館の情報化（ICT化）の促進 

⑩ 図書館における図書資料の充実 

⑪ 幅広い外国語の児童図書の収集と提供 

⑫ ティーンズコーナー（ら

ら

Books

ぶ っ く す

）の充実 

⑬ 公民館図書室等における図書資料の充実 

方策５：学校図書館の環境整備 

⑭ 図書基準達成の維持 

方策６：関係機関・団体との連携・協働 

⑮ 公共図書館と学校図書館のネットワーク化の促進 

⑯ 健康支援・子育て支援機関との連携 

⑰ 読み聞かせボランティア等との協働 

 

 

基本目標３：読書活動を支える人材の育成 

方策７：保護者の読書に対する意識向上 

⑱ 保護者向け講座の開催  

方策８：関係機関・団体の人材育成 

⑲ 学校司書の全小中学校配置とスキルアップの支援 

⑳ 読み聞かせボランティアの養成とスキルアップの支援 

環境環境環境環境

整備整備整備整備    

人材人材人材人材

育成育成育成育成    

ソフトソフトソフトソフト    

おはなし会 

小学校での電子紙芝居体験 
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４ 子どもの読書活動推進のための重点施策 

 

 ①安城版ブックスタート事業の継続 

目標指標01 平成26年度 平成32年度 

０歳～６歳児の図書館利用者カード保有率 75.5％ 80.0％ 

 ②地区公民館・児童センターでのおはなし会等の継続 

目標指標02 平成26年度 平成32年度 

地区公民館・児童センターでの 

「おはなし会」の参加人数 

3,821人 4,200人 

③乳幼児を対象とした事業の継続 

目標指標03 平成26年度 平成32年度 

図書館での「おはなし会」の参加人数 3,067人 3,700人 

④小学生以上を対象とした事業の拡充 

目標指標04 平成26年度 平成32年度 

本や図書館に興味が持てる事業数 ６事業 ９事業 

⑤レファレンス※サービスの充実 

目標指標05 平成26年度 平成32年度 

レファレンスサービスの件数 1,457件 1,600件 

※レファレンス：情報を求めている図書館利用者に対して図書館員が提供する援助のこと。 

⑥「朝の読書※」など読書活動の継続 

目標指標06 平成26年度 平成32年度 

「朝の読書」の実施 全小中学校で週

２回以上 

全小中学校で週

３回以上 

※朝の読書：学校の始業前に10分間程度で、児童・生徒と教職員が一緒に本を読む活動。 

⑦保育時間等での「読み聞かせ」の継続 

目標指標07 平成26年度 平成32年度 

保育園・幼稚園での 

「出前おはなし会」の開催回数 

498回 550回 

⑧新美南吉の顕彰活動の継続 

目標指標08 平成26年度 平成32年度 

「南吉出前授業」の開催回数 ５回 ８回 

⑨図書館の情報化（ＩＣＴ化）の促進 

目標指標09 平成26年度 平成32年度 

電子絵本・電子図書の導入 検討 導入 

 ⑩図書館における図書資料の充実 

目標指標10 平成26年度 平成32年度 

児童書の蔵書数 211,510冊 238,000冊 

児童書の貸出冊数 704,570冊 720,000冊 

 ⑪幅広い外国語の児童図書の収集と提供 

目標指標11 平成26年度 平成32年度 

外国語の絵本・児童書の蔵書数 1,207冊 2,000冊 

外国語の絵本・児童書の貸出冊数 807冊 1,300冊 

⑫ティーンズコーナー（ら

ら

Books

ぶ っ く す

）の充実 

目標指標12 平成26年度 平成32年度 

ティーンズコーナー(らＢｏｏｋｓ)の蔵書数 2,065冊 20,000冊 

ティーンズコーナー(らＢｏｏｋｓ)の貸出冊数 10,416冊 60,000冊 
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 ⑬公民館図書室等における図書資料の充実 

目標指標13 平成26年度 平成32年度 

児童書の蔵書数（公民館図書室等） 78,130冊 82,000冊 

児童書の貸出冊数（公民館図書室等） 327,599冊 336,000冊 

⑭図書標準達成の維持 

目標指標14 平成26年度 平成32年度 

学校図書館の「図書標準」達成校 小学校21/21校 

中学校7/8校 

全小中学校 

⑮公共図書館と学校図書館のネットワーク化の促進 

目標指標15 平成26年度 平成32年度 

小学校への団体貸出利用冊数 36,473冊 50,000冊 

中学校への団体貸出利用冊数 501冊 1,000冊 

⑯健康支援・子育て支援機関との連携 

目標指標16 平成26年度 平成32年度 

関係機関との連携による事業数 ９事業 12事業 

⑰読み聞かせボランティア等との協働 

目標指標17 平成26年度 平成32年度 

図書館に登録されている読書グループ・ 

読み聞かせボランティアグループの会員数 

337人 370人 

⑱保護者向け講座の開催 

目標指標18 平成26年度 平成32年度 

保護者向け講座の開催回数 ３回 48回 

⑲学校司書の全小中学校配置とスキルアップの支援 

目標指標19 平成26年度 平成32年度 

学校司書の配置 ８名 

(中学校区に１名) 

29名 

(全小中学校に 

専任１名) 

⑳読み聞かせボランティアの養成とスキルアップの支援 

目標指標20 平成26年度 平成32年度 

ボランティア養成・支援講座の開催回数 26回 29回 

 

５ 計画の推進体制 

計画の進行管理と評価を定期的に検証する場として、図書

館長の諮問機関である「図書館協議会」に計画の進捗状況を

報告し、意見や提言を求める。それらを次年度の取組みに反

映させることで、効率的・効果的な子どもの読書活動の推進

を図る。 

第３次安城市子ども読書活動推進計画【概要版】 平成28年4月発行 

発行・愛知県安城市 編集・安城市中央図書館（安城市城南町2-10-3／℡0566-76-6111） 


